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■開庁時間
平日８時 30 分〜 17 時 15 分
■ホームページ
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/
■フェイスブック https://www.facebook.com/city.nanyo
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◀ＬＩＮＥの
友達登録は
こちらから

◀市報電子版
カラーでご覧
いただけます。

年末年始の休業・営業時間のお知らせ
■ 12 月 28 日㈪〜令和３年１月４日㈪まで休業

■ 12 月 29 日㈫〜令和３年１月３日㈰まで休業
施設
市役所（注）

問合せ先
☎㊵−３２１１
社会教育課社会教育係 /
☎㊵−８９９２
☎㊾−２６００

各地区公民館
市民体育館

（注）出生、死亡、婚姻等の届け出は、守衛室（市役所北口）
で受け付けます。書類は後日市民課で点検し、内容確認等が必
要な場合は連絡します。◆市民課市民係（☎㊵−８２５４）

施設
結城豊太郎記念館
夕鶴の里
市立図書館
シェルターなんようホール
（文化会館）

問合せ先
☎㊸−６８０２
☎㊼−５８００
☎㊸−２２１９
☎㊵−１２２２

■市民バスは北部・西部・中川地区とも 12 月 29 日㈫〜
令和３年１月３日㈰まで休業となります。

■公衆浴場・ゆーなびからころ館の年末年始営業時間
業務・施設／問合せ先
公衆浴場
（温泉事務所 /
☎㊸−２１５６）

とわの湯
烏帽子の湯
あずま湯

〜 12/29 ㈫

30 ㈬

31 ㈭

２㈯

３㈰

６：００〜１８：００
（昼休みなし。１７：３０受付終了）

通常営業

８：００〜１８：００

赤湯元湯

ゆーなびからころ館
（☎㊸−３１１４）

１/１㈮

（昼休みなし。１７：３０受付終了）

９：００〜１８：００

家庭ごみ収集が休みとなります
■期間 12 月 30 日㈬〜令和３年１月３日㈰
年末年始はごみが多く出る時期です。分別・
リサイクルにご協力をお願いします。
年明け最初の収集日は、例年大量のごみが
収集所に出されます。収集には時間がかかる
ことも予想されますので、ご理解とご協力を
お願いします。
◆市民課環境係（☎㊵−８２５６）

１０：００〜
１８：００

９：００〜１８：００

ー
１/ ５㈫
１/ ４㈪
ー
12/24 ㈭

「南陽市プレミアムクーポン」の
利用期間は 12 月 31 日㈭まで
「南陽市プレミアムクーポン」の利用期間は 12 月 31 日㈭
までですので、忘れずにご利用ください。
◆商工観光課観光ブランド係（☎㊵−８２９５）

冬の新型コロナウイルス感染症対策
「静かなマスク会食」を
お願いします

ごみの直接搬入を受け入れます
当日は混雑が予想されます。
時間に余裕をもってお越しください。
■受付日時 12 月 29 日㈫
９時〜正午、13 時〜 16 時
■搬入先 千代田クリーンセンター（高畠町）
■料金 10㎏あたり１８０円
◆千代田クリーンセンター
（☎ 57 −４００４）

代休日

+
手洗い・消毒、マスク
の着用、３密の回避な
ど基本的な感染症対策

会話の際にはマスクを
着用しましょう！

Information

おしらせ

◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は 12 月９日時点のものです。新型コロナウイルス感染症の影響で、
情報が変更となる場合があります。各主催・担当に直接問い合わせください。

ご存じですか
Ｓマーク

標準営業約款
（Ｓマーク）
は厚生労働大臣認可の標準
約款制度に従って営業して
いるお店です。このマーク
があるお店は、安心、安全、清潔が
保証され、万一の場合、事故賠償基
準に基づいた保証も受けられます。
◆県生活衛生営業指導センター
（☎０２３−６２３−４３２３）

募

集

結婚応援サポーター
「出会いほのぼの応援し隊」
来店したお客さまに結婚に前向き
になるような情報を提供し、出会い・
結婚を応援してみませんか。詳しく
は問い合わせください。
■対象 理容店・美容室
◆やまがた出会いサポートセンター
事務所（☎０２３−６１５−８７５５）

おしらせ

調理師業務従事者届の
提出を忘れずに

学校、病院、事業所、社会福祉施
設、飲食店などで調理師業務に従事
している方は、２年ごとに就業地の
都道府県知事に「調理師業務従事者
届」の提出が必要です。
■提出方法
▷書類申請 各保健所、県食品安
全衛生課、生活衛生同業組合等
に設置されている用紙に記入し
令和３年１月 15 日㈮まで置賜
保健所生活衛生課に提出
▷電子申請 令和３年１月１日㈮
〜 15 日㈮の間に県ホームペー
ジから申請
◆置賜保健所（☎㉒−３７４０）

がん遺伝子パネル検査を
行っています

山形大学医学部附属病院ではがん
遺伝子パネル検査を行っています。
検査を受けるには条件があります
ので、現在かかりつけの主治医の先
生に相談いただくか、下記に問い合
わせください。
講座・催し
■検査内容 がんの遺伝子を検査し
治療を検討する
噛む COME（かむかむ）
■対象 次のすべてに該当する方
３６５
▷標準治療がないか、終了が見込
３６５日、何でも食べて、行きた
まれている▷体調が安定している
い所にいける身体づくり講座です。
▷検査用の組織検体がある
■場所 健康長寿センター
◆山形大学医学部附属病院
■期日 令和３年１月 15 日㈮・
がんゲノム医療管理室
29 日 ㈮、 ２ 月 ８ 日 ㈪・22 日 ㈪、 （☎０２３ー６２８ー５５３４）
３月８日㈪・26 日㈮（全６回）
障がい者の法定雇用率が
■時間 13 時 30 分〜 14 時 30 分
引き上げられます
（１月15日、
３月26 日は15 時まで）
■内容 ▷お口の手入れ▷口腔機
誰もが職業を通じて社会参加で
能を向上させる口の体操とお話
きる「共生社会」実現の理念のもと、
■対象 赤湯・中川地区にお住まいの
全ての事業主には法定雇用率以上の
65 歳以上 84 歳以下の方
割合で障がい者を雇用する義務があ
※申込者の自宅に訪問し、手続きな
ります。この法定雇用率が令和３年
どを行います。送迎を希望の方は
３月１日から下記のように変わります。
申込時に相談ください。
▷民間企業 2.2％→ 2.3％
■参加料 ４００円／回
▷国・地方公共団体等 2.5％→2.6％
■申込締切 12 月 25 日㈮
▷都道府県等の教育委員会
◆地域包括支援センター
2.4％→ 2.5％
（☎㊵−１６４６）
◆山形労働局職業対策課
（☎０２３−６２６−６１０１）
（3）
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お知らせ
忘新年会は、おいしく
残さず食べきろう
外食時の「おいしい食べきり」全
国共同キャンペーンを実施中です。
例年、年末年始の会食が多くなる
時期に、「おいしい食べ物を適量で
残さず食べきる」ことを啓発するた
めに行っているキャンペーンです。
外食時には、料理の食べきり（適
量注文で残さずおいしく食べきる）
や料理の持ち帰り（食べきれない料
理はお店に確認して持ち帰る）を心
がけるようにしましょう。
※新型コロナウイルス感染防止対
策をとりながら楽しみましょう。
◆市民課環境係（☎㊵−８２５６）

山形交響楽団定期演奏会
の招待券を配布します
■日時 １月 16 日㈯ 19 時開演
1 月 17 日㈰ 15 時開演
■場所 山形テルサ（山形市）
■対象 確実に鑑賞できる方
■申込締切 12 月 23 日㈬
※希望の日を選んで申し込みくだ
さい。応募多数の場合は抽選とな
ります。
※今後のコロナウイルス感染症の
感染状況によっては公演が中止
となる場合があります。
◆社会教育課文化係（☎㊵−８９９６）

償却資産
（固定資産税）
の
申告を忘れずに
毎年１月１日現在で市内に事業
用の償却資産を所有している方は、
所有状況等の申告が必要です。
■申告期限 令和３年２月１日㈪
■昨年度申告された方
申告用紙を郵送しますので提出
してください。
■申告用紙が届かない方、新たに
事業を始めた方
下記に問い合わせください。
◆税務課資産税係（☎㊵−０２５９）

南陽市役所代表
■開庁時間

☎０２３８−㊵−３２１１

平日８時 30 分〜 17 時 15 分

冬期間は
水道の検針を
休みます
◆上下水道課お客さま係
（☎㊵−８４３０）

12 月〜翌年３月までは、積雪によりメーター
検針が困難なため、検針を行いません。
水道料金・下水道使用料は、12 月請求分
（11 月検針分）と同じ水量で概算請求します。
概算で納入いただいた料金は４月に検針を行い、
５月分で精算します。

水道管の凍結や漏水事故にご注意

水道は定期的に自己検針を

寒くなると水道管が凍結する恐れがあるため、必
ず凍結防止対策をしましょう。冬期間は検針が
ないため、漏水に気付かない場合があります。

定期的に自分でメーターを確認しておくと、
問題を早く発見できます。

長期間の留守には休止手続きがおススメ

確認しよう

水道を止めている間は料金がかからず、漏水防
止にもなります。また、凍結による管の破損を
防ぐため、各自で水抜き処理を行ってください。
※休止手続きには、１回 1,000 円の手数料が必
要です。

トイレの凍結防止装置は水を流し続けることによ
り凍結を防ぐため、知らないうちに水道料金が多
額になることがあります。自宅のトイレに装置が
付いているか確認し、適度に利用しましょう。

令和３年度から適用される
個人住民税の税制改正

トイレの凍結防止装置

◆税務課市民税係
（☎㊵−０２５８）

給与所得控除・公的年金等控除から
基礎控除への振替がされます

未婚のひとり親に対する税制上の措置
および寡婦（夫）控除の見直し

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しす
る等の観点から、特定の収入にのみ適用される給
与所得控除および公的年金等控除の控除額は一律
10 万円引き下げられ、どのような所得にでも適用
される基礎控除の額が 10 万円引き上げられます。

すべてのひとり親家庭に対
して、公平な税制を実現する
観点から、以下の措置が講じ
られました。

給与所得控除の見直し
給与所得控除が一律 10 万円引き下げられます。

公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額が一律 10 万円引き下げられます。

基礎控除の見直し
▷基礎控除額が 10 万円引き上げられます。
▷合計所得金額が 2,400 万円を超えると、その金
額に応じて控除額が逓減し、2,500 万円を超え
ると、基礎控除は適用されなくなります。

▷婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子
（総所得金額等が 48 万円以下）を有する単身者
（所得 500 万円以下に限る）について、
「ひとり
親控除」（控除額 30 万円）を適用することとな
りました。
▷上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除
として、控除額 26 万円を適用することとし、子
以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制
限（所得 500 万円以下）を設けることとしました。
※その他、詳しくは上記に問い合わせください。

２．12．16
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◆＝問合せ・申込先。
※掲載内容は 12 月９日時点のものです。新型コロナウイルス感染症の影響で、
情報が変更となる場合があります。各主催・担当に直接問い合わせください。

令和３年１月の相談

■市報なんよう
№１２８６
令和２年12月16日号

■発行 南陽市 ■編集 みらい戦略課広報広聴係
〒 999-2292 山形県南陽市三間通 436 の１
☎ 0238（40）3211（内線 440）

すこやか栄養・食事相談（予約制）
■日時 15 ㈮ 10 時〜 15 時
■場所 市役所２階２０１会議室
◆すこやか子育て課すこやか係（☎㊵−1691）
心の健康相談（予約制）
■日時 20 ㈬ 9 時 30 分
■場所 置賜総合支庁
◆置賜保健所（☎㉒−３０１５）
無料法律相談（受付順）
■日時 ５㈫ ･ 18 ㈪ 9 時〜 13 時
■場所 市民相談室
■受付時間 ８時 30 分〜12 時 30 分
◆市民課生活係（☎㊵−８２５５）
結婚相談会（予約制）
■日時 19 ㈫ ･21 ㈭ 9 時〜正午
■場所 南陽市役所
◆社会教育課結婚推進係（☎㊵−８９９７）
「やまがた縁結びたい」結婚相談会
■日時 24 ㈰ 13 時〜 16 時 45 分
■場所 あこや会館 ■申込締切 22 ㈮
◆やまがた出会いサポートセンター
事務所（☎０２３−６１５−８７５５）
行政相談
■日時 15 ㈮ 13 時〜 15 時
■場所 市民相談室
◆市民課生活係（☎㊵−８２５５）
人権相談
■日時 ４㈪ 13 時 30 分〜 16 時
（☎㊸−５８８８）
◆場所 健康長寿センター
ふれあい総合相談
■日時 22 ㈮13 時30分〜16 時
（☎㊸−５８８８）
◆場所 健康長寿センター

マイナンバーカード
夜間・休日申請受取窓口
■場所 市民課（市役所１階①窓口）
平日夜間窓口
■日時 毎週月曜日 19 時まで
■申込締切 当日 16 時まで
令和３年１月の休日窓口
■期日 ９日㈯・10 日㈰
■時間 ９ 時 〜 正午、13 時 〜15 時
※県知事選挙のため当初予定の23日
㈯・24 日㈰から変更となりました。
◆市民課市民係（☎㊵−８２５４）

求職者の無料出張相談
暮らしや仕事で
お困りの方（予約不要）

令和２年やまがたオン
ライン環境展 開催中

■日時 12 月 23 日㈬ 13 時〜 16 時
■場所 ワトワセンター南陽
■内容 求職者の生活・住まい・
就職活動などの悩み相談
◆県求職者総合支援センター
（☎０８００−８００−７８６７）

おくりもの
■南陽市へ カーブミラー ５基
山形おきたま農業協同組合・
全国共済農業協同組合連合会
山形県本部から
■結城豊太郎記念館へ
故佐藤吉栄氏撮影の写真 11 点
佐藤昭さん（㈱冷凍技術工業所
代表取締役）から
■市立図書館へ
段ボール製大型飛沫防止パーテー
ション ９台
東北小籏㈱山形営業所から
■市内小中学校等へ 豚肉 120㎏
㈲ピックファーム室岡から
■梨郷小学校へ
安全運転を呼びかける看板 ２枚
山和建設㈱から

・12 月の納税・
市・県民税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

やまがたオンライン環境展

令和３年 1 月４日 ㈪

検索

■期間 令和３年１月 31 日㈰まで
■主な内容
▷出展企業・団体による情報発信
▷環境にやさしい料理レシピ動画
▷山形大学と連携した３R ワーク
ショップ動画
▷テツ＆トモ スペシャル動画
▷豪華賞品が当たるエコライフクイズ
▷やまがた高校生ロボットコンテス
ト特設ページ
◆県循環型社会推進課
（☎０２３−６３０−２３０２）

ひきこもりや不登校で
悩んでいる方々へ
さまざまな相談に応じます。
お気軽に相談ください。
■日時 12 月 24 日㈭ 14 時〜 17 時
■場所 赤湯公民館
■対象 ひきこもりや不登校の方、
またはご家族など
◆ NPO 法人 から・ころセンター
（☎㉑−６４３６ FAX㉗−１３０３
info@npo-karakoro.com）

第４期
第６期
第６期
第６期

※納付書の納期を確認して納付ください。
※新型コロナウイルス感染防止対策の影響
で納税が困難な方はご相談ください。

納期限

循環型社会・脱炭素社会の
形成、環境について楽しく学
べます。特設サイトから
ご覧ください▶

人口の動き
令和２年 11 月末現在
（ ）内は前月比

人口

３０，
７６７ 人（− 46）

男性

１４，
８７９ 人（− 13）

女性

１５，
８８８ 人（− 33）

世帯

１１，
４１５ 世帯（− ８）

有料広告募集中
企業の宣伝や商品のＰＲなど、
市報なんように広告を載せてみませんか。
大きさ
掲載料
掲載場所

全枠
縦 42㎜×横 178 ㎜
25,000 円／回

（税込）

半枠
縦 42 ㎜×横 86㎜
13,000 円／回

市報お知らせページ最下段
◆みらい戦略課広報広聴係（☎㊵ー０２４９）
２．12．16
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